
 

平成２６年度 

介護労働講習 
（実務者研修を含む） 

 

実施期間 ６月１日～１１月１４日 

 

 

 

修了おめでとうございます！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公益財団法人 介護労働安定センター宮崎支部 

 

※掲載している写真、氏名等の個人情報につきましては、予めご本人の承諾を得て掲載しています。 

  

 



【講習の実施風景】 

座学・演習・補足講習など 

  

 

   

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“高齢者に多い「低栄養状態」

はエネルギーやタンパク質な

どの不足でおこります。”   

調理実習中 

事後演習 

施設実習を振り返りながら、お互いの 

実習先での状況を情報交換し、まとめ 

発表しました。 

医療的ケア演習 

評価試験中 

レクリエーション 
自分たちも楽しみながら、季節感のある

もの利用者の方に喜ばれるものを作りま

した。 

 

 

～ 献立～ 
 

 

・野菜たっぷり簡単カレー                                

・蒸しりんごとプリンのヨーグルトかけ 

・季節野菜の簡単酢漬け 

・ゆでたまご 



現場の先生が来られるといろいろな話、実際現場での話が聞けてよかったです。 

【介護労働講習を終えて・・・】 

今年は 40 名の受講者が講習を修了し、それぞれの道へ進んでいきました…… 

そんな修了生の感想をまとめましたので、ご紹介いたします。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自分自身人生で初めての資格を得ることができ、大変うれしく思っております。 

この６ケ月間で得たものはそれだけではなく、いろいろな困難を乗り越え、頑張った仲間

たちの輪です。 

これを糧に今後頑張っていきたいと思います。 

６ケ月間は長いと思っていましたが、終わってみたらあっという間に過ぎました。ここで

学んだ６ケ月間を絶対ムダにはせず、頑張っていきたいです。 

講義は丁寧に繰り返し、復習を取り入れながら、熱心にしてくださり、また、たくさんの

方、多くの職種の方と接することができとても勉強になりました。 

人としての原点を顧みることができたように思います。 

忙しい中講義をしてくださった先生方にはとても感謝しております。 

勉強は大変でしたが、とても楽しくできました。 

先生方の熱意に感謝しております。 

実習を通して、利用者の方が何を求め、介護者は何を注意すべきかを学べました。 

県内あちこちから集まった仲間との６ケ月間。実技や演習、実習と大変なこともありまし

たが、仲間と一緒だったので頑張れました。 

ありがとうございました。 

講義、実習ともに講師の先生方に熱心にご指導いただき、大変感謝しております。また、 

センター職員の方々には、６ケ月間大変お世話になりました。ありがとうございました。 

介護職の深さを知り、この人生で良い勉強になりました。 

これから現場で頑張りたいです。 



【就職先をたずねて】 

事業者さまの声 

特別養護老人ホーム 陽光の里 

  氏施設長：南 伊三造  

写真 

Ｑ：採用した決め手などは？ 

Ａ： もちろん面接の結果です。 

   その中には、意欲的に実習を行っていたという、評価も入

っています。 

Ｑ：普段の仕事ぶりはどうですか？ 

Ａ： 現在は、施設の中の教育制度に基づいて教育期間中で

すが、自ら考えて積極的に仕事が行えています。 

Ｑ：介護労働講習の内容などについてのご感想は？ 

Ａ： 講習の中で、現場の職員、直接的な介護を行っている職員から話を聞く時間を設けていることは

良いと思う。また、講習の中で現実とのギャップを埋めていくという役割も必要であると考える。実

習を実施することは就職するうえで大変必要だが、30 時間の実習では少ないように感じられるの

で、60 時間くらいは必要な気がする。 

Ｑ：これから期待することは？ 

Ａ： 100 名ほどの職員が働いているが、年間育児休暇等に入る職員は 6 名位いる状況で、やは

り人員は不足している。人材の育成について、施設としてもできることを 積極的に行ってい

きたいと考えている。就職率の低い施設に就職したということで、定年まで働いてもらいたいと思

っているし、介護の人材育成ということを踏まえ、高校生への出前型研修を行えるような職員に

育ってほしい。 

Ｑ：これから受講される方へのメッセージをどうぞ。 

Ａ： 女性の多い職場であるということを意識してください。 

   また、入所者様や利用者様の身体、生命を預かっているということを意識してください。24 時間

介護をするということは、当然危険を伴うこともありますが、予防と対策をたてることにより、回避で

きます。皆さん、怖がらずにこの仕事を選んでください。 



 

就職者の声 

大田豪 さん 髙山由紀枝 さん 

 

Ｑ：介護労働講習で学んだことは？ 

写真 Ａ：介護現場に精通する講師の方から介護の現状を 

リアルタイムで伝えていただき、介護の在り方、介 

護職の気持ちの持ち方、利用者の尊厳を重視し 

たケアなど幅広く学べました。 

Ｑ：実際に介護のお仕事に就かれた感想は？ 

Ａ：利用者様の体調が刻々と変化される中で、緊張 

感を持続する疲労は少なからずありますが、お世 

話をさせてもらっていることで、自分自身が尊い気 

持ちになれ、充実感とやりがいを感じながら仕事 

ができています。 

Ｑ：これから受講される方へのメッセージをどうぞ。 

Ａ：計画されている実習の時間だけでは、体得できるものが多くありません。時間がある限り、 

いろいろな施設へ足を運んで欲しいです。 

そこで、その施設の理念や働いているスタッフを見てください。 

そのスタッフと、あなた自身がリンクできたら、必ず介護職としてスタートできます。 

一緒に頑張りましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【就職先をたずねて】 

事業者さまの声 

特別養護老人ホーム 幸楽荘 

介護主任：矢野 香織 氏  

 

Ｑ：採用した決め手などは？ 

Ａ：面接時にハキハキと元気があり、介護の仕事に就きたいという 

「やる気」がみられました。 

Ｑ：普段の仕事ぶりはどうですか？ 

Ａ：何に対しても一生懸命に取り組み、早く覚えたいととても意欲的です。 

Ｑ：介護労働講習の内容などについてのご感想は？ 

Ａ：介護福祉士の受験資格を取得でき、また、介護の制度や医学的

知識など様々な分野を学ぶことができます。現場に入った時に学ん

だ知識を役立てることにつながると思います。  

Ｑ：これから期待することは？ 

Ａ：一人ひとりの入居者様の心に寄り添える優しく頼りになる職員になって欲しいです。  

Ｑ：これから受講される方へのメッセージをどうぞ。 

Ａ：介護の仕事は「大変だ」というイメージがあると思います。でも、とてもやりがいのある仕事です。介護を

通して入居者様と一緒に笑ったり、泣いたりと素晴らしい時間を過ごすことができます。介護の 

仕事を通して、共に成長していきましょう。  

就職者の声 

米良 弥生 さん 

Ｑ：介護労働講習で学んだことは？ 
写真 

Ａ：介護はとても大変ですけれど、介護はとても楽しいということを学びまし

た。 

Ｑ：実際に介護のお仕事に就かれた感想は？ 

Ａ：まだまだ、見習の段階ですが、いつかは入居者様と寄り添える介護職

員になりたいと思います。  

Ｑ：これから受講される方へのメッセージをどうぞ。 
Ａ：最初は、介護の勉強に慣れるまで自分自身が「いっぱいいっぱい」でしたが、修了証書をもらった瞬間

最後まで頑張って良かったと思いました。これから受講される方、介護の仕事は「やりがいのある仕事」で

す。頑張ってください。自分のために!! 



【就職先をたずねて】 

事業者さまの声 

特別養護老人ホーム 星空の都さどわら 

通所介護主任：長友 貴弘 氏  

写真 

Ｑ：採用した決め手などは？ 

Ａ：実習時の態度や施設見学に来てくれたこと、実務者研修修了資格

を所持しているということが採用の決め手になりました。 

Ｑ：普段の仕事ぶりはどうですか？ 

Ａ：二人ともレクリエーション、入浴介助、機能訓練などと慣れないこ

とばかりですが、頑張っています。  

Ｑ：介護労働講習の内容などについてのご感想は？ 

Ａ：実務者研修の日程で、後半に演習が多く、就職活動が難しかった

という声を聞いたので、就職活動がうまくできる日程の調整が必要で

はないかと思われます。 

 

Ｑ：これから期待することは？ 

Ａ：実践を積んで、学んで、3 年後の介護福祉士取得を目指して欲しいです。。 

Ｑ：これから受講される方へのメッセージをどうぞ。 

Ａ：介護の人材はまだまだ不足しています。是非この講習を受けて、介護の現場に入って来てください。 

お待ちしています。 

 

就職者の声 

片平 麻衣 さん  

Ｑ：介護労働講習で学んだことは？ 

Ａ：初めて学ばせていただいた介護の奥深さ、楽しさです。車椅子や 

ベッドの移乗介助、認知症のことなど半年間しっかり勉強させていただきました。 

Ｑ：実際に介護のお仕事に就かれた感想は？ 

Ａ：日々、楽しく働かせていただき、利用者様方から元気をいただいています。入浴介助や機能訓練など    

大こもありますが、本当にこの仕事を選んでよかったです。 

Ｑ：これから受講される方へのメッセージをどうぞ。 
Ａ：介護職は「大変」と良く聞くと思いますが、利用者様の笑顔や「ありがとう」という言葉に本当にやって 

いて思います。自分自身も磨かれる仕事です。 



濵田 朋美 さん 

Ｑ：介護労働講習で学んだことは？  

Ａ：介護の奥深さと難しさを学びました。 

Ｑ：実際に介護のお仕事に就かれた感想は？ 

Ａ：新しいことの連続で奮闘していますが、毎日が 

充実しています。 

Ｑ：これから受講される方へのメッセージをどうぞ。 

Ａ：全てが教科書通りではないけれど、いつでも 

用者様の立場に立ち、身も心も一緒に寄り添 

える介護職を一緒に目指しましょう。  

【就職先をたずねて】 

事業者さまの声 

NPO 法人 よりあいの会 

代表理事：長田 元廣 氏  施設長：谷口 衛 氏 

 

Ｑ：採用した決め手などは？ 

Ａ：まじめであるということ。また、母親の介護経験もあ

り、心構えもある。新しい真っ新な目で私たちの施設

においても見てもらえるのではないかと考えた。 

Ｑ：普段の仕事ぶりはどうですか？ 

Ａ：何をしたら良いか考えながら働いている。積極性

もあり。これまで違う職業についていた経験が生

かされているように思われる。 

Ｑ：介護労働講習の内容などについてのご感想は？ 

Ａ：一度社会に出た人が福祉を選んで学ぶことの重要性を感じる。これまで経験したことを生かしながら仕事を

することは大切ではないだろうか。カリキュラムの中で技術を多く学んでいるという点は良いと思う。 

Ｑ：これから期待することは？ 

Ａ：たくさん吸収して、技術の向上も図ってほしい。 

施設職員には日常的になって分からなくなっている面の仕事を見直すという点において、新しい視点

でみてもらい、より施設が発展する一役を担ってくれるのではないだろうか。 

Ｑ：これから受講される方へのメッセージをどうぞ。 

Ａ：気持ちが福祉的でないとこの仕事は続けられない。相手を尊重する気持ちを持って仕事をするということが

大切になってくる。何が幸せか考えられる力を養ってほしい。 

誰もみていない、褒めてくれないようなことをコツコツと積み重ねていくことを大切に。 



就職者の声 

渦元 春樹 さん  

Ｑ：介護労働講習で学んだことは？ 

写真 

Ａ：介護という仕事の実用性に対する難しさ、楽しさ、厳しさを学ばせていただきました。 

Ｑ：実際に介護のお仕事に就かれた感想は？ 

Ａ：研修で学んだことと、現場での動きには違いがあります。両方の良い面を取り入れな

がら仕事に取り組まなければならないことを感じました。 

Ｑ：これから受講される方へのメッセージをどうぞ。 
Ａ：感情のある高齢者の方々をお世話させていただく仕事です。まず、高齢者の方を好

きになってください。好きになればいろいろ大変なことがあっても乗り越えられる仕事

です。 

 

【就職先をたずねて】 

事業者さまの声 

特別養護老人ホーム まりあ 

指導担当：今村 直樹 氏    

 

Ｑ：採用した決め手などは？ 

Ａ：実習態度がとてもまじめであり、面接への臨み方、勢が

とても印象がよかった。座学・技術以外のマナーもしっか

り身についていた。 

Ｑ：普段の仕事ぶりはどうですか？ 

Ａ：大変まじめで、各サービスの提供の場で、それぞれに多

くの情報量にも対応し、日々スキルアップのために一生

懸命仕事に取り組んでいる。 

Ｑ：介護労働講習の内容などについてのご感想は？ 

Ａ：座学や技術の内容はとても充実している。それ以外の就職支援、補足講習があることで受講生の質が高 

いと感じた。 実習時間が少し短いと思う。サービス提供の基本を学ぶには、１週間程度は必要だと感じる。 

Ｑ：これから期待することは？ 

Ａ：介護過程の中でアセスメントが重要となるのでそれを的確に行えるようになってほしい。受け取り方や意見 

は人それぞれ違うので、ただの計画ではなく、学んだ事を施設にあった形で行えるようになってほしい。 

そのためには、施設実習も重要なポイントとなってくるため、もう少し長い実習期間設定にし目で見て、身体 

で感じて基本的なことを踏まえて学ぶ時間を増やした講習になると、もっと充実するのではないかと思う。 

Ｑ：これから受講される方へのメッセージをどうぞ。 

Ａ：就職先で、どれだけ頑張るかで個人差が出てくる。サービス提供の形態も、訪問や施設など様々であるめ、 

マイナス部分だけを見るのではなく、まず一生懸命取り組んでほしい。やりがいや楽しさはその努力 

の後に頑張っただけ自分自身にかえってくると思う。 



就職者の声 

德留勇治さん 平山成子さん 真方麻美さん 黒木順也さん 

Ｑ：介護労働講習で学んだことは？ 
写真 

Ａ：・経管栄養の方が入所されていたりするので、医療的ケアの知識を習得し

ていて良かった。 

Ｑ：実際に介護のお仕事に就かれた感想は？ 

Ａ： ・特別なことをしていなくても「ありがとう」と言われるとうれしい。 

   ・やりがいがあって、一日が「あっという間」に終わる。 

   ・ショートステイの方は、症状別の対応が特に必要となってくるので 

    知識習得の必要性を感じる。 

   ・ショートステイの荷物から、家族の方の想いを感じられる。 

   ・ユニット型だから、従来型に比べるとゆっくり入所者の方と向き合える。 

Ｑ：これから受講される方へのメッセージをどうぞ。 

Ａ： ・介護労働講習を受講することができて本当に良かった。 

・講習期間が 6 か月あり様々なことを習得していくが、特に実技に関してはしっかり学んで欲しい。 

   ・就職してから介護過程の大切さを感じるので、ケアプランのことも含めてしっかり学んで欲しい。 

 

 
 

【修了生へ贈る言葉】 
 

 
「介護労働講習（実務者研修を含む）」を修了されたこと改めてお祝い申し上げます。皆さんは、半年にわ

たる講義、実技、実習に取り組まれました。初めて知る介護の内容に戸惑いながらも、その習得に努力され

ました。本当にお疲れさまでした。心より敬意を表します。 

 さて、介護という言葉が生まれたのは５０年ほど前であり、介護福祉士も制度化されて３０年も経ってい

ません。今後、社会保障制度はどんどん変わっていくでしょうし、その中で介護に従事する方には環境・ニ

ーズに応じた変化が求められます。最近では福祉用具にもロボット技術、センサー・通信技術がふんだんに

取入れられ、大きく変わろうとしていますが、その分「人の尊厳」を守るということの重要さが益々増して

いきそうです。 

 介護職は専門職であるという責任感とともに、介護の仕事はまだまだ進化するのだということを自覚され

て、今後とも自己研鑽され、ゆくゆくは「介護福祉士」を目指してもらいたいと存じます。 

  私ども職員一同にとりましても、介護に携わる方が４０名も増えましたことは大きな喜びであり、みなさ

ん全員が「介護現場」で活躍されることを期待し、今後の福祉を担っていく人材となられることを願ってい

ます。 

宮崎支部長より 


